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博報堂プロダクツ  広報部  

TEL：03-5144-7228  

 

2018年４月 2日 

博報堂プロダクツ 

 

役員の就任および、人事異動に関するお知らせ 

 

株式会社博報堂プロダクツは、2018年 4月 1日付で以下の通り、人事異動を行いましたので、お知ら

せいたします。 

 

 

＜2018年 4月 1日付＞ 

【取締役への就任】（カッコ内は旧職） 

取締役 兼 博報堂 顧問  

（博報堂 顧問）                                          増田 和則 

 

 

【人事異動】（カッコ内は旧職） 

＜経営計画室＞ 

経理部 部長 

（経理室 経理部 部長）                                      落合 諭 

主計部 部長 

（経理室 経理部 主計チーム チームリーダー）                        山田 潤一 

グループ管理部 部長 

（事業管理室 第四事業管理グループ グループマネージャー）              久保田 浩司 

 

 

＜情報システム室＞ 

情報システム室 室長 兼 情報システム二部 部長 

（情報システム室 室長）                                       叶 修吾 

情報システム一部 部長  

（システム企画チーム チームリーダー）                              木村 勇介 

 

＜総務室＞ 

法務部 部長 

（博報堂 DY ホールティングス グループ法務室 第一法務グループ 法務ディレクター） 

                                                    井上 多英子 
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＜業務品質向上推進室＞ 

業務品質向上推進室 室長 兼 コストマネジメント部 部長 

（業務品質向上推進室 室長 兼 コストマネジメント部 部長 兼 業務安全マネジメント部 部長 ） 

                                                  松本 幸男 

業務安全マネジメント部 部長 

（業務安全マネジメント部 業務安全マネジメントチーム チームリーダー）           林 利秋 

 

 

＜事業管理室＞ 

事業管理室 室長代理 兼 第三事業管理グループ グループマネージャー 

（第三事業管理グループ グループマネージャー）                        大江 和恵 

第四事業管理グループ グループマネージャー 

（第四事業管理グループ）                                     下村 舞子 

第五事業管理グループ グループマネージャー 

（第六事業管理グループ）                                      佐伯 瞳 

第六事業管理グループ グループマネージャー 

（プロモーションプロデュース事業本部 プロモーションプロデュース九部 部長）        唐沢 茂典 

関西事業管理グループ グループマネージャー 

（関西事業管理部）                                        竹島 里花 

九州事業管理グループ グループマネージャー 

（事業管理室）                                            渡邉 勲 

 

 

＜映像クリエイティブ事業本部＞ 

映像クリエイティブ事業本部 本部長 兼 クリエイティブプロデュース部 部長  

（CM制作事業本部 本部長補佐）                               茂木 敦 

プロデュース一部 部長 

（CM制作事業本部 制作マネジメント部 部長）                      渡部 直之 

プロデュース二部 部長 

（映像制作事業本部 プロデュース部 部長）                         板垣 裕一 

プロデュース三部 部長 

（映像制作事業本部 プロデュース部 御厨チーム チームリーダー）             御厨 昭彦 

ONE★PUNCH 部長 

（CM制作事業本部 ONE★PUNCH 部長）                        松井 正徳 

ディレクション一部 部長 
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（CM制作事業本部 企画演出部 部長）                         賀内 健太郎 

ディレクション二部 部長 

（映像制作事業本部 ディレクション部 部長）                         岩本 太郎 

プロダクションサポート部 部長 

（CM制作事業本部 制作BOX 部長）                              南 孝文 

 

 

＜REDHILL事業本部＞ 

REDHILL事業本部 本部長補佐 兼 プロダクションコントロール部 部長 

（プロダクションコントロール部 部長）                               井本 信也 

ポストプロダクション一部 部長 

（ポストプロダクション部 部長）                                    中畑 徹 

 

 

＜デジタルプロモーション事業本部＞ 

デジタルプロモーション事業本部 本部長補佐 兼 デジタルプロモーション一部 部長 

（デジタルプロモーション事業本部 本部長補佐 兼 デジタルプロモーション部 部長）    秋田 功 

デジタルプロモーション二部 部長 

（デジタルプロモーション部 オウンドメディアチーム チームリーダー）                藤井 誠 

DP⇒R 一部 部長 

（DP⇒R部 部長）                                        浅原 尚弥 

DP⇒R 二部 部長 

（DP⇒R部 DP⇒R 第一チーム チームリーダー）                      納庄 正樹 

 

 

＜データビジネスデザイン事業本部＞ 

データビジネスデザイン事業本部 本部長 兼 データマーケティング二部 部長 

（ダイレクトマーケティング事業本部 データベースマーケティング二部 部長）        菊地 友幸 

データマーケティング一部 部長 

（ダイレクトマーケティング事業本部 データベースマーケティング一部 コンサルティングチーム チームリーダー） 

                                                     西川 暢一

アナリシスプランニング部 部長 

（ダイレクトマーケティング事業本部 データベースマーケティング一部 アナリシスチーム チームリーダー） 

                                                    大澤 神奈子 

リテールソリューション部 部長 

（ダイレクトマーケティング事業本部 データベースマーケティング三部）            望月 洋志 
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Buynd事業部 部長 

（ダイレクトマーケティング事業本部 Buynd事業推進部） 

                                                     毛利 俊介 

 

 

＜ダイレクトマーケティング事業本部＞ 

ダイレクトアカウント一部 部長 

（ダイレクトアカウント二部 第三アカウントチーム チームリーダー）               加藤 康佳 

MAP事業部 部長 

（MAP事業推進部 部長）                                  吉原 進一郎 

 

 

＜イベント・スペースプロモーション事業本部＞ 

プロデュース一部 部長 

（プロデュース三部 部長）                                     川崎 年登 

ライブ・プロモーション部 部長 

（PJ推進部 STU推進チーム チームリーダー）                         三浦 文雄 

 

 

＜プレミアム事業本部＞ 

プレミアム事業本部 本部長補佐 兼 品質保証部 部長 

（プレミアム事業本部 本部長補佐 兼 第二プロデュース部 部長 ）           長谷 孝祥 

プロダクトデザイン部 部長 

（プロダクトデザイン部 プロダクトデザインチーム チームリーダー）               内田 成威 

 

 

＜リテールプロモーション事業本部＞ 

リテールプロモーション事業本部 本部長 

（プロモーションプロデュース事業本部 本部長補佐 兼 プロモーションプロデュース四部 部長）  

                                                       小澤 浩 

リテールプロモーション事業本部 本部長補佐 

（店頭プロモーション事業本部 本部長補佐）                         玉野 貴也 

リテールプロデュース部 部長 

（印刷事業本部 プロデュース二部 部長）                           三田 裕道 

店頭サポート部 部長 

（店頭プロモーション事業本部）                                  公本 樹祥 
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リテールプランニング部 部長 

（プロモーションプロデュース事業本部 プロモーションプロデュース七部 部長）        安田 敏孫 

印刷プロデュース一部 部長 兼 印刷プロデュース二部 部長 

（印刷事業本部 プロデュース一部 部長）                           在津 秀紀 

事業開発部 部長 

（店頭プロモーション事業本部 店頭フィールドプロモーション部 部長）           和泉 智泰 

 

＜プロモーションプロデュース事業本部＞ 

プロモーションプロデュース四部 部長 

（プロモーションプロデュース六部 部長）                              菅 真輝 

プロモーションプロデュース六部 部長 

（テーマアカウント部 部長）                                    駒形 茂伸 

プロモーションプロデュース七部 部長 

（プロモーションプロデュース七部 プロモーションプロデュース第一チーム チームリーダー）  栗田 篤史 

プロモーションプロデュース九部 部長 

（プロモーションプロデュース九部 プロモーションプロデュース第一チーム チームリーダー）  兵頭 徹也 

プロモーションプロデュース十部 部長 

（プロモーションプロデュース五部 プロモーションプロデュース第四チーム チームリーダー）  鈴木 拓也 

プロモーションプロデュース十一部 部長 

（CM制作事業本部 プロデュース四部 部長）                          山口 実 

テーマアカウント部 部長 

（テーマアカウント部 テーマアカウント第一チーム チームリーダー）                中川 宰 

 

 

＜九州支社＞ 

九州支社 支社長 兼 プロモーションプロデュース部 部長 兼 クリエイティブ部 部長 

（九州支社 支社長  兼 プロモーションプロデュース部 部長）               板垣 信行 

 

 

 

以上 

 


